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「あなたがたの光を人々の前に輝かしなさい。」 

（マタイによる福音書　5 章 16 節）年間聖句

震災地復興支援ツアーに参加して
　　　　　

名古屋グランパスワイズメンズクラブ　吉田一誠

　気持ちを言葉で表せない、かける言葉も見つからない。昨年十一
月の初め、東日本大震災被災地復興支援ツアーに参加させていただ
いた時の率直な感想です。
同時に自分も何かをしなければならない？それにしても何ができる
のだろうか？を問い詰められた重い旅でもありました。
　ツアーでは仙台ＹＭＣＡが支援活動をしている山元町のイチゴ農
家をはじめ、ＴＶなどでもよく報道された気仙沼、南三陸、石巻、
仙台、福島の被災地を訪ねました。　
　仙台 YMCA 復興支援室大村主事や清水ワイズほかの皆さんが同
行していただき、震災時、そこで何が起き、どうなったか、今後の
課題は？など、具体的な説明をしていただいたおかげで、報道によ
り断片的に見聞きしただけではわからないことが沢山あることを知

りました。‘まずは多くの人に現地を見て欲しい、知ってほしい’
という現場の方々のおっしゃることがよくわかりました。‘復興と
は何か？’仮に道路や家など、形のあるものが復旧されても、そこ
で生活を営むには糧となる仕事も必要です。
　このような中で‘どういう支援をすればよいのか？’、例えば災
害を受けられた地域で生産された産物をまとまった量で継続的に購
入、または販売のお手伝いが出来れば、現地での仕事や雇用が確保
に繋がります。YMCA やワイズの組織と知恵を活かして、これま
でとは違った新しい仕組みを作ればできるかもしれません。
　三月にはチャリティウォーク、仙台 YMCA の関係者を交えて
YY フォーラム、五月には陸前高田市の市長さんを招いて講演会な
ど、名古屋 YMCA でも震災支援のためのプログラムが計画されて
います。多くの皆さんが参加し、時とともに風化しがちな災害の記
憶を忘れず継続的な支援を皆で考える機会として行くことで、名古
屋 YMCA でもこれを通じて新しい絆ができるような活動にしたい
ものです。（裏面に山元町いちご農家支援のためのいちご通販プロ
ジェクトのご案内があります）

震災支援から見えてきたこと

名古屋東海ワイズメンズクラブ　鈴木一弘

　この２年間、岩手県（釜石・宮古）、宮城県（石巻・仙台）、福島県（南
相馬、福島、白河）等を、延 40 日間ほど支援で赴き、愛知県では
広域避難者支援のお手伝いをしています。そこでは、YMCAの持つ、
団体としての強さ、存在意義を感じています。私が感じた強みとは、
以下の３点です。

１．キリスト教ネットワーク
　2011 年４月初旬、新生釜石教会では、このネットワークを活か
し、医療班（淀川キリスト教病院：大阪市）、心のケアー班（牧師、
カンセラーなど）、作業

（瓦礫の撤去・家屋の掃
除など）班（YMCA ス
タッフ、若い教会員な
ど）を編成し、地域の
ボランティアセンター
を開設しました。支援
物資は、キリスト教系
大学から送られたもの
でした。　　　　　　　　　 新生釜石教会を拠点とした支援活動

２．子どもへのアプローチ
　2011 年７月、東北大陸とも呼ばれる広大な土地を北へ、南へ走
り回る中、地域によって全く違う被災とニーズに戸惑いながらも、
共通のキーワードが頭に浮かんできました。それは「子どもの権

利」。子どもの権利条約第 31 条には「年齢にふさわしい遊びやレク
リエーション的活動をする権
利」が謳われています。津波、
原発事故によって侵され、制
限されているもの、ではない
でしょうか。YMCA は保養
キャンプなどにより、子ども
たちがのびのびと過せる機会
を設けています。
　　　　　　　　　　　　　　　福島の子ども保養キャンプより
３．ユースの関わり
　JOCS（キリスト海外医療協力会）の大江浩総主事は「心のケア
に必要な３つのＴ」を話されました。それは、Time（時間） Tear

（涙）Talk（話をすること）の３つです。また「被災地は二度絶望
に襲われる」とも言われました。一度目は災害時、そして二度目は
支援の波が去るとき。ユースには、将来に続く時間、そして子ども
やお年寄りと共感する力があります。過疎の地域を襲った災害で彼
らは、被災地の大きな支えに
なったと思います。また、原
発事故避難者は小さな子ども
を持つ家族が多いので、高校
生・大学生による託児プログ
ラムは母親達からも好評を得
ています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　山元町いちご農家支援

　YMCA には強みだけでなく、足りない点もあるでしょう。その
両面を自覚しながら、これからの支援の在り方を考えていきたいと
思っています。
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震災から 2年…　今後の支援を考える
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YYフォーラム2013
　　　　〜忘れてはいけない、まだ出来ること〜

　昨年に引き続き、東日本大震災を覚えて開催します。ユースリーダーによ
る被災地支援報告、仙台と福島からゲストを招いての現地レポートを軸にし
て、現在の被災地の状況を知り、私たちができる支援のあり方などを考えた
いと思います。YMCA 会員の方はもちろん、お知り合いもお誘い合わせて
ご来場ください。

　日　時　2013 年 3 月 20 日（祝）　15:00 ～ 18:30
　場　所　名古屋 YMCA3 階第 1 会議室
　参加費　学生 無料　一般社会人 500 円　ワイズメン 1,000 円
　※ 詳しくは、ボランティアセンターまでお問い合わせ下さい。

山元町いちごロード復興のために !
2013年いちご直販プロジェクト

　YMCA のボランティアが支援をしているいちご農家から、採れたて
のいちごが届きます。一箱 4 パック入り 3,100 円（送料含む）。
　注文は仙台 YMCA 東日本大震災支援対策室に直接お申込みいただき
ます。詳しくは、名古屋 YMCA ボランティアセンターまでお問い合わ
せください。注文は 4 月上旬までが目処となります。

第53回イースター早天礼拝
　名古屋地区の、超教派のキリスト教会とキリスト教主義学校・団体による、
イースター礼拝が行われます。主イエス・キリストの復活のメッセージをご
一緒に聞きましょう。どなたでもお気軽にお越しください。

　日　時　2013 年 3 月 31 日（日）　7:00 ～ 8:00
　場　所　日本基督教団名古屋中央教会（地下鉄栄駅⑤出口すぐ）

　東日本大震災支援

『チャリティーウォーク＆揚がれ！希望の凧』開催

　2011年 3月 11日に発生した東日本大震災
から２年、被災地への支援をどのように継
続すべきなのでしょうか。私たち名古屋Ｙ
ＭＣＡでは、被災地への支援の一環として、

「チャリティーウォーク」と「揚がれ！希望
の凧」というチャリティープログラムを実
施いたします。被災した痛みを思い、また
被災地の復興を願い、ウォーキングと凧揚げをしませんか。
　皆さまからいただく参加費の一部を用いて東北の物産品を購入しま
す。被災地の産業を支え、復興への手助けとしたいと考えています。
そして、購入した物産品は、チャリティーウォークの参加賞として、
皆さまにお配りいたします。是非、ご参加ください。

　　日　時　2013年３月９日（土）　10:00～ 14:00
　　集　合　地下鉄東山線「東山公園」駅２番出口付近（10:00）
　　持ち物　昼食・飲み物
　　参加費　1,000円
　　申込先　電　話／ 052-932-3366、052-831-6968
　　　　　　ＦＡＸ／ 052-932-5541
　　　　　　メール／ info@nagoya-ymca.or.jp

第８回名古屋YMCA朗読発表会
　名古屋 YMCA の「朗読・話し方クラス」で学ぶ皆さんと、「新老
人の会」東海支部朗読サークルの皆さんによる、恒例の朗読発表会で
す。朗読に関心のある方はぜひお越しください。入場無料。

　日　時　2013 年 3 月 24 日（日）　13:30 ～（約 2 時間半）
　場　所　名古屋 YMCA　3 階第 1 会議室

日時：	 3 月 1日（金）　7：45～ 8：30　
場所：	 名古屋 YMCA
奨励：	 日本基督教団名古屋北教会　渡部信子牧師

代官町〔継続〕
　櫛田　守隆　　榊原　康成　　桜山　友子　　尾関　　明　　尾関　静枝　
　西川不二子　　成瀬　晃三　　木本精之助　　木本　洋子　　鬼頭美恵子
　柴田洋治郎　　野村　　潔　　川本　龍資　　三口　大登　　三口あゆみ
　鈴木　雅丈　　伊藤　貴久　　森　　愛美　　中尾　陽子　　横井　麻緒
　遠藤　彰一　　阿部　一雄　　荒川　恭次　　荒川　恒子　　坂口　功祐
　佐藤　寿晃　　信田伊知郎　　下村　明子　　高田　士嗣　　服部　庄三
　早川　政人　　坂野　清治　　松原　　誠　　三井　秀和　　平野　実郎
　飯田　和也　　飯田　純子　　万福寺昭美　　福田　忠徳　　河内　珠江
　鈴木　孝幸　　斉藤　典子　　松村　　隆　　福田　義正　　西村　　創
ボランティア会員〔新入〕
　深見　太紀　　柏木　　哲　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

名古屋 3 月 12 日（火）
18：30 〜 20：30  名古屋 YMCA 卓話「能のお話」　後藤美代子 氏

名古屋東海 3 月 15 日（金）
18：45 〜 20：45  ラ・スース ANN

合同例会（御殿場・奈良）
卓話『人材育成は “一杯のごはんから !?"』
　　　元 LIXIL 広報部　藤田邦髙氏

名古屋南山 3 月 14 日（木）
19：00 〜 20：30 南山 YMCA

名古屋プラザ 3 月 14 日（木）
18：45 〜 20：45 名古屋 YMCA メンバー卓話

名古屋グランパス 3 月 12 日（火）
19：00 〜 20：30 名古屋 YMCA 「被災地訪問ツアー報告会」　

ワイズコーナー　3月例会の予定維持会員  　　2012 年 12 月 16 日〜 2013 年 2 月 15 日
維持会員としてのお支えを心より感謝申し上げます。

　クリスマス献金ありがとうございました（敬称略・順不同）

赤塚　太陽　　浅井　秀明　　浅野　煕基　　浅野　薫基　　浅野　悠也　　東　　博文　　阿部　美男　　荒川　文門　　荒川　恒子　　有坂美智子　　安細　好子　　安藤　茂子
伊左治正文　　石原梨々花　　磯谷美栄子　　磯部　　徹　　磯部勢津子　　磯部　裕幸　　一瀬　直樹　　一之瀬真行　　伊藤　信一　　伊藤　安枝　　伊藤　優希　　伊藤　慶将
伊藤総一郎　　伊藤　　翼　　伊藤のりか　　伊藤　由唯　　伊東　良祐　　稲垣　結心　　井上　　萌　　井上　美子　　今川こころ　　岩瀬　光良　　岩田　鑛一　　岩野　一郎
岩本　玉絵　　植木　雄太　　上田　裕之　　上野　満則　　臼井　七都　　梅村　洋子　　梅本　龍樹　　江﨑凜太郎　　大河内遥斗　　大島孝三郎　　大矢　夏帆　　奥山　隼兜
小澤　幸男　　小澤　順子　　尾関　　明　　尾崎　　信　　尾関めぐみ　　オルソンキクチ三恵　　　　　香川　将徳　　笠井　康助　　カッター勲生　加藤　明宏　　加藤　朱美
加藤　安癒　　加藤心優美　　加藤　　怜　　金井　幸恵　　神野　啓子　　加茂　更紗　　河内　珠江　　川口　　恵　　川島　桃子　　川端　優太　　河部　　薫　　川村　健太
川村　怜史　　川村　瑠美　　川本　龍資　　川本　和奈　　岸　　理加　　岸田　真衣　　北川　侑史　　北島みち子　　鬼頭美恵子　　木下　　碧　　木村　幹夫　　木本　洋子
金納萌乃花　　櫛田　守隆　　久野　良祐　　窪田悠宇一　　窪田　咲耶　　久保田　啓　　久保田美代子　倉田　有具　　倉田　玲子　　倉田菜月美　　小板橋ゆあみ　纐纈　和哉
纐纈　　茜　　小谷　治郎　　小谷　充子　　後藤　　猛　　後藤　貞子　　後藤　利邦　　後藤みなみ　　後藤田典子　　小林加代子　　小林さとみ　　小林　晃子　　小林　滋記
近藤　　豊　　済田　真美　　斉藤　光男　　佐賀　大起　　佐賀　友紀　　佐賀　美友　　酒井　貴生　　榊原　鈴子　　坂本　清則　　佐久間結子　　櫻井　一帆　　桜山　友子
澤田　茉歩　　三都主もに花　塩入さくら　　塩澤　ゆき　　塩田　　保　　柴田　勝義　　柴田洋治郎　　島崎　正剛　　島﨑　健翔　　島﨑　裕子　　下村　徹嗣　　白井　翔真
新宅　英夫　　新谷　征子　　杉山　弘時　　鈴木　誉三　　鈴木　美子　　鈴木　武二　　鈴木　一弘　　鈴木　悠生　　鈴木　希実　　千賀　　将　　相馬　静香　　相馬　朋子
高田　　廣　　高橋　美絵　　高橋　榮一　　高林　雄晟　　田口　知子　　武重　大輝　　武重　雅希　　田島　　翔　　竜木　矩子　　田中　仁琴　　田中　香里　　田邉　凌雅
谷川　　修　　種瀬美希子　　多米フミ子　　千葉　久枝　　塚本真佐代　　土田　昌生　　土屋　淑子　　寺田　仁計　　時岡恵美子　　常盤眞理子　　所　　信孝　　友永　尚希
永井　瑛大　　中井　信幸　　永井　　優　　長岡　　伸　　中島　一成　　中島　大成　　中島　新奈　　長瀬　恵子　　中谷ハナエ　　中山　惇雄　　中山　翔喜　　成瀬　晃三
南里　道子　　西尾琉之介　　西尾璃々花　　西川不二子　　西川　華蓮　　仁科恵美子　　西野　真希　　西村　　清　　西村　牧子　　西脇　涼真　　野嵜あかね　　野田　蒼馬
野村　秋博　　野村　靖子　　橋爪　良和　　橋本　　孟　　長谷川和宏　　早川　　舞　　早川　　結　　早川　　嶺　　林　むつみ　　林　　敦子　　林　　君江　　早瀬　綾香
早瀬竜太郎　　原　　昌子　　原　　隆志　　坂野　一博　　東田　美保　　彦坂　和代　　秀島　功晟　　平岩眞知子　　平尾　　泉　　平野　洋子　　広兼　愛子　　分部　春代
福島　香織　　藤井　愛己　　藤掛　宏子　　藤田　瑠美　　藤谷　俊介　　藤谷　拓海　　藤本　　怜　　藤山　祐司　　船引　民子　　堀内　青以　　堀内　にこ　　前川　　潤
マイルス　有莉沙　　マイルス　英莉菜　　　前田チヅ子　　牧野　勇輔　　牧野　里映　　松尾　双葉　　松原　　誠　　松原　弘明　　松原　百伽　　真野　律子　　真野　晃幹
真野　諒太　　万福寺昭美　　三浦　翔馬　　三口　大登　　三口　妙子　　水谷　里美　　水野　生代　　水野　真樹　　宮﨑　　湊　　宮本　皓太　　三輪　初子　　三輪恒士郎
向井　花珠　　村瀬　　翠　　村瀬　星哉　　村田　子龍　　毛利　有秀　　森　　周朔　　森田　竹善　　森永　心菜　　八木　武志　　安井　優花　　山岸　節子　　山口　知希
山口　正樹　　山口　真輝　　山下　信子　　山田伊素子　　余語　孝樹　　余吾　響喜　　義井　裕子　　吉川　裕子　　吉田　宙良　　劉　　秀娥　　和田　克己　　渡辺麻衣子
渡辺　　孝　　渡邊　信子　　渡辺　徹朗　　渡部　　堅　　渡邉真也子　　渡辺美那実

CARING
HONESTY
RESPONSIBILITY
RESPECT

「名古屋 YMCAは、キリスト教精神に基づき、すべての人びとに、生涯にわたる学
習の場と、社会参加の機会を提供し、相互の交わりと連帯を通して、共に生きる
世界の実現を目指します。」

名古屋 YMCA	 052-932-3366
南山ファミリー YMCA	 052-831-6968
南山幼稚園	 052-831-8271
http://www.ngoymca.com/

お問い合わせ名古屋 YMCA使命

名古屋YMCA
早天祈祷会


